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Concept

向き合う

障がいを持つ人も持たない人もこのまちで生き生きと暮らせる

といいなと考えています。生き生きと暮らすとは、どんな暮ら

しだろうか ? わくわくする時間があるということは、生き生きと

暮らすことにつながると思いました。新しい世界を知ることや

新しい人に出会うこと。そして、自分の中に生まれる新しい感

覚に出会うこと。そんな時人は、わくわくするのではないでしょ

うか。新しい出会いによって、自分の感情や感覚と向き合い、

自分の世界を広げること、そして、自分にできることはなんだ

ろう?と創造すること。出会う、向き合う、広げる、つくる、出会う、

向き合う、広げる、つくる・・・この運動がわくわくを生み出し、

人が生き生きと暮らすということに、必要なのだと思いました。

子どもや障がいを持つ人は、自分ひとりで新しい世界に出会う

こと、新しい人に出会うことは難しいかも知れません。私は、

このひろちゃん市が、多くの人のわくわくを生み出すことにつ

ながったらいいなと思っています。大人も子どもも一緒にひろ

ちゃん市にお越しください。そして、今まで感じたことの無い、

新しい感覚に出会えたらとても嬉しいです。

ひろちゃん市 主催　深海寛子 (ひろちゃん )
※他、各紹介もひろちゃんによるものです。

新しいものに出会い

自分と向き合い

自分の世界をひろげる。
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テアトルひろちゃん市

その場にいるみんなで共有し楽しむ中で「何か」カタチにができたらい

いなと一年考え続けていました。そんな中で、Lata さんに出会い、とて

も深く広い身体表現を知りました。舞台に携わっていたことのあるあか

ねさんとイカラシさんからは日常を超える世界を生み出すものづくりと、

カタチを消すものと心にのこるもの、儚さと芸術性の高さを教えてもら

いました。さらに第 3 回目にそって、自然の素材〈木材〉で日 も々のを

作る事に向き合い、更に教えるという活動もしているワダさん、障がい

というものに向き合っているかたくりの里さん、つばめキャンドルさんか

らも参加していただきます。今回のひろちゃん市の一番大きな目標であ

る参加型のパフォーマンスに向け、様々なワークショップを通して新し

い世界に触れること。それぞれの手で身体で生み出したものを身にまと

い、手にもち、場を共有して一緒の時間を楽しむことがひとつの大きな

作品になると良いなと思います。

“感じることは知ることよりはるかに重要だ “( レイチェルカーソン ) とい

う言葉のように、ひろちゃん市はそんな感じることのできる “本物との出

会い” の場でありたいと思います。新しい感覚に出会えたり、新しい世

界を知ることで、一日限りの瞬間的な体験が来た人みんなの心に残り

続けるようなそんなイベントになったらいいなと思います。
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ー自分のスケールを超えていく体験をー

1
factory

の工房
10 : 00～14 : 00
場所：つばめホール ( 開催時間中出入り自由 )

※汚れてもよい服装でお越しいただくかご持参ください。

> 大きなひとをつくろう
 from 出前アートしずく号船長

「小さな私たち」が作る「大きなひと」にはたくさんの可能性と
挑戦する気持が込められています。くしゃくしゃに丸めた新聞紙
の海で遊び、それをクラフト紙で包み、その他いろんな素材を使っ
て半日かけて「大きなひと」を作ります。船長ひとりでは心許な
いので大人の方も一緒に参加してもらえるとより素晴らしい「大
きなひと」が作れると思います。老若男女問わずどしどしご参加
くださいね。

http://www.sumikkobridge.com

2
factory

10 : 00～15 : 00

>マントの仕立て屋さん
 from と イカラシ

>ワンダー蝶ネクタイ
 from と イカラシ

何かを身に付けることはとてもワクワクすることです。それが日常
で身に付けないものであったときさらにワクワクします。そのワク
ワクは自分を違うもののようにしたり、人との距離を縮めてくれ
ます。今回はパフォーマンスで衣装として身に付けるマントを作
ります。パフォーマンスに参加しなくてもひろちゃん市を楽しむ、
日常を楽しむアイテムとして身に付けられます。そして前回好評
だったワンダー蝶ネクタイワークショップも行います。目の前で
ものが出来あがる景色。その景色を通して毎日着ている服にも
こうして誰かが作っていると思っていただけたら嬉しいです。

http://toikarashi.com

キラキラきれいなビーズを通して作るブローチづくり。いつも施設
で行っているリハビリからうまれた、すてきなブローチ。今回も職
員さんと利用者さんと一緒にブースを担当してくださるそうです。

4つの工房でつくったものを

持ち寄ったり、身につけたり。

一緒にショーを楽しもう。

費用：1 着 ¥2,000

費用：大人 1 個 ¥1,000
　　  子ども 1 個 ¥800

※生地をご持参ください。
1m～2m 程度 綿などの薄手の素材

費用：¥500

from かたくりの里

http://www.sukoyakafk.com

>キラキラブローチ 

3
factory

の工房

SHOW 場所：つばめホール ( 開催時間中出入り自由 )

15 : 00～15 : 40
15 : 45～16 : 00

>BreathingArt
 from LataTomokoTakahashi

おとなこどもつながるこころをテーマに身体を使ったワークショッ
プを行います。意識を解放して「感じて動く」「動いて感じる」。
こころとこころで、からだを使ってお話してみませんか? 大人も子
どもも、障がいの有無も関係なく、ぜひぜひご参加してください。
みんなでつくった劇場で最後は一緒に楽しもう！2ヶ月間、Lata
さんのWSを受けたみんなの作品もお楽しみに!

http://breathingart0.wix.com/breathing-art

費用：親子ペア¥1,500 ( 兄弟、おとな 1 人増えるごとに、+¥500)

ダンスパフォーマンスWS

ショーイング

10 : 00～15 : 00

>カスタネット
from
ojn Handmade Hut

ほおの木を使ってつくるカスタネット。まんまるさんは、ヤスリで
磨いてつるつるにしていきます。パタパタさんは、ミツロウクレヨ
ンでお絵描きしましょう。どちらも、木の良い香りと手触りと優

しい音がします。　http://www.ojn-h.com

あたりが暗くなるころに “ホーホー” 鳴き出すホーホーさん。空
き瓶に布を貼ってつくります。形によっていろいろな鳴き声がす
るんだよ。ホーホーさんと一緒にひろちゃん市を楽しもう!

まんまるさん 1 個 ¥2,000
パタパタさん 1 個 ¥1,000

 fromおかあさんのおうち工作室
>ホーホーさん
費用：¥500

4
factory

10 : 00～15 : 00

>kasaneがさね☆よろしくね
from つばめキャンドル

キャンドルづくりに向き合うスタッフさん、スタッフさんに向き合う
職員さん。つばめキャンドルさんのいろいろなキャンドルは、じっ
くりと日々向き合う中で生まれています。ひろちゃん市では、「あり
がとう」とお礼を伝えたい人に贈るギフトづくりをテーマに、キャ
ンドルとロウ引きをした紙を使ったロゼットづくりを体験できます。

http://tsubamecandle.jimdo.com

W O R K S H O P  /  

音

の工房布

の工房光

費用：1 個 ¥500

劇場づくり

費用：¥600



4F FOOD / DRINK
食堂

2F LIBRARY / MARKET
図書館・マーケット

みんなの図書館 
> 絵本と出会う広場

 produce 真昼造船

三条市にある真昼造船さんは、カエル店長がおもし
ろいと思う古書が並んでいます。今回は、ひろちゃん
市に遊びに来てくれるみんなが好きそうな絵本をセレ
クト。ご自由にご覧いただける絵本コーナーをご用意
いたします。おとなも子どもも絵本の世界をお楽しみ
ください。

http://mahiruzousen.blog.so-net.ne.jp

> TSUBAME CITY HALL
in / Sky Lounge

テーブルのしつらい
>うつわを通して四季を楽しむ

 produce ヒメミズキ

ヒメミズキさんのお店に入ると、穏やかな気持ちになります。店
主の小笹さんが選んだ思いのこもったうつわが並び、季節のお
花が活けてあり、とてもすてきなしつらいがされています。今回は、
ひろちゃん市の飲食スペースを「節分」をテーマにおうちでも手
軽に楽しめるしつらいをしていただきます。どんな空間になるの
か、とても楽しみです。

http://himemizuki.com

えらべる食堂
> 食べることを楽しむ
 produce Deli&Restaurant Piatto giorni
ピア万代にある、piatto giorni さんは、特別な日の特別
なお店ではなく、毎日の生活の中に寄り添うような、日々
の料理をテーマにした、おとなもこどもも一緒に楽しめ
るレストランです。今回のひろちゃん市には、すてきな
おみせやさんにもお声がけいただき、とっておきのごち
そうをご用意して皆さんをお待ちしております。自分で
選んだお料理でランチプレートを完成させよう!

http://piatto-giorni.com

※1Fで販売
  10:00～

ReRi Bagel メイプル・ぷらす ヒナタノ食堂

ニコニコドリンクスタンド
> おいしいものは笑顔にさせる

puroduce nico
暮らしを楽しむをテーマに、建築士として、カフェのオーナーと
してもご活躍するご夫婦が、みんなが思わずニコニコするような、
冬にうれしい飲みものとおやつをご用意しておまちしております。
ひろちゃん市の休憩にも、どうぞお立ち寄りください。

http://www.atelier-nico.com

人と人をつなぐマーケット
> だから 人と人 です。 

 produce スイモン

スイモンさんは主に福祉プロダクト・クラフトの商品と店主のリ
サさんが足を運んで出会った、ものづくりの背景のしっかり見え
るものたちがにぎやかに並んだお店です。「商品が作られている
様子を知ることは、楽しいんだよね。」と店主のリサさん。今回は、
スイモンさんの他にも、同じように思いを発信しているお店と一
緒にマーケットを開いてくださいます。

http://suimonn.jp/suimon/home.html

Rerun

フェアトレードと
エコロジーの店 古道具 ハチミツ うつわや ヒメミズキ
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ひろちゃん市アドヴェントとは、ひろちゃん市を迎えるまでの期間も楽しんでい

ただけるように開催するワークショップです。

Advent
ひろちゃん市
アドヴェント

http://sanjo-school.net

マントの仕立て屋さん

ワンダー蝶ネクタイをつくろう!

費用：1 着 ¥2,000

費用：1 個 ¥800～

※生地をご持参ください。
1m～2m 程度 綿などの薄手の素材

171/
( 日 ) 

11:00～16:00 
場所 :三条ものづくり学校
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【主催】

つばめ若者会議チームワンダーとすてきな仲間たち
深海寛子／小林あかね／イカラシチエ子
大橋保隆／高橋トオル

【共催】 燕市

【後援】燕市教育委員会

【協力】
企画製作室 Bridge ／ と イカラシ
鎚起銅器職人 大橋保隆／ワンダーサポーター
深海 隆義 ／ツムジグラフィカ

【web などのこと】
ひろちゃん市の siori http://hirochanichi.blogspot.jp 
ひろちゃん市 facebook https://www.facebook.com/hirochanichi 
つばめ若者会議 http://tsubame-wakamono.com

【お問い合わせ】
深海 寛子 090-4383-8735

・ツバメコーヒー
・キャフェ＆バー 美しい時間
・わかばの家

ひろちゃん市開催に
ご協力頂いたみなさん

in > TSUBAME CITY HALL

4F → 食堂

2F → 図書館・マーケット

1F → 工房・劇場

燕市役所がひとつのテアトル（劇場）に。

【日時】 1月24日 日曜日 10時～ 16時
【会場】 燕市役所（新潟県燕市吉田西太田１９３４番地） 

Tel .0256-92-1111　HP. www.city . tsubame.niigata.jp

交通アクセス：鉄道…JR越後線　南吉田駅（最寄駅）　徒歩約15分
車…国道116号、国道289号、主要地方道燕分水線   駐車場あり


